
シンポジウム  

「ながさき就職シンポジウム ～ 「出口」からその未来（さき）へ ～」 

特別ゲスト：NPO法人パノラマ 理事長 石井 正宏 先生 

 

日  時：2019年 11月 3日（日） 13時 00分～17時 

会  場：長崎県総合福祉センター５階大会議室 

対  象：限定なし（中高生の参加も可能） 

参加人数：約 50名  
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内    容 

 

第 1部 ： 石井先生の記念講演内容 

 

２０００年から引きこもりの若者の支援をしている。全国に家庭訪問をして、寮に入ってもらい、自立してもらう、という支援

をずっとしてきた。支援の開始にあたり、生育歴やどのようなことがあったのかを聞き取りしていく中で、もっとこの人と早く  

出会えていれば、 この人はこんなに困らなかったのではないか、と心から感じることが多々あった。ひきこもってからでは 

なく、ひきこもる前の支援をしたいと考えて２００９年に起業して高校生の支援を始めた。２０１２年から「バイターン」という

取組や、横浜で「ぴっかりカフェ」というものなどを始めた。きっかけは、「福祉以上就労未満」の若者たちと出会ったから。 

 

「福祉以上就労未満」とはどういう状態なのか。川に例えて言うと、上流に教育機関があり、両岸に労働と福祉がある。 

働いてお金を稼いで食べていく、もしくは福祉にかかって年金手帳で障害者年金をもらうか生活保護を受給して生きて 

いくかという、労働という岸で生きていくか、福祉の岸で生きていかなければ日本では生きていく手段がない。 

両岸の間に中洲のようにあるのが「地域若者サポートステーション」や支援機関。これまで中洲にある支援機関で支援を

してきたわけだが、「地域若者サポートステーション」は労働の岸にいかにたどり着かせるか、何人たどり着かせてナンボの

ところがある。労働の岸に行かせると、履歴書の空白があり、面接官から「あなたはこれまで何をやってきたんですか」と 

聞かれてしまったり、経験が不足しているにもかかわらず、年相応のものを求められてうまくいかずに、労働の岸から追い

返されたりしてしまう。相談員に発達障害ではないかと言われて病院にかかってみるが、健常者なので働けると言われて

手帳も取得できない、また、生活保護をお願いしに行っても、居住が両親の持ち家だったり両親が車を所持していたりと 

いう状況で、両親に扶養してもらえると判断され生活保護の受給もできず、福祉の岸からも追い返されてしまう。この状態

の若者たちを「福祉以上就労未満」の若者たちと呼んでおり、その若者たちは、両岸にたどり着けずに滞留している。中洲

は一時的な居場所であるはずなのだが中々外に出ていくことができない。普段１５歳から３９歳の居場所支援をしているが、

一番上の年齢は４８歳という人がいる。労働の岸にも福祉の岸にもたどり着けないが、中洲は永住の地ではないという  

問題がある。教育機関からどういう経緯で岸にたどり着かずに中洲へ来てしまうのかというと、高校でいうと「全日制の 

普通科学力下位校」（「進路多様校」などともいう）には、非常に進路未決定者が多い。支援に行っている高校も「全日制

の普通科学力下位校」に該当している。その他に定時制通信制単位制の高等学校も進路未決定になりやすい。また、  

高校中退者はその後一生非正規雇用であり続ける可能性が高い。非正規雇用は正規雇用に比べて給料が少ないため、

経済的な困窮に陥りやすい。中洲にたどり着いた人たちをどう岸にたどり着かせるかということももちろんだが、川に    

落ちてこないようにする、進路未決定者をどのように減らしていくのかを考える、中洲にたどり着く人を増やすことが大きな

ポイントになる。横浜市では１５歳から３９歳の引きこもりは１５，０００人いると推定されているが、横浜若者サポート      

ステーションに１年間で新規に現れる相談者は４５０名程度である。一度川に落ちてしまうとそのまま下流に流されていき、

引きこもり状態に陥るなどしてしまう。４０歳台の引きこもりが非常に多くなっているが、歳をとることで５０８０問題が次には

発生してくる。（５０歳の引きこもりを抱える８０歳台の両親）中洲にたどり着ける数を増やしていく、たどり着いた人たちが

どちらかの岸にたどり着けるようにしていかなければ、日本という国は本当に破綻していくと考えている。 

 

 「ぴっかりカフェ」などの校内居場所カフェは予防支援になるが、今回は中洲から労働の岸へ向けて、いかに送り出すか 

という方策として「バイターン」について話をしたいと思う。 

 

 なぜ若者たちにそんなに手をかけていかなければならないかというと、なぜ若者たちが雇用の問題で困っているのか   

という話になる。日本の子どもたちの相対的貧困率は７人に１人であると言われている。支援に行っている「全日制の普通 

科学力下位校」（「課題集中校」とも呼ばれる）では、相対的貧困率が３人に１人となっている。３人に１人の子どもたちが、

日本の労働人口の平均給与の半分以下で生活をしている。そして、シングルマザー世帯の貧困率は５０．８％となっていて、
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支援に行っている学校は２人に１人がシングルマザー世帯である。支援に携わっている人も参加いただいているかもしれ

ないが、自分の前に座った子どもがシングルマザーの世帯であったならば、その子の描く１０年後のなりたい自分は     

どういうものかと考えるよりも、今夜この子は帰ったら家の冷蔵庫に食べるものが入っているのかどうかを心配して      

あげた方が、その子にとっては意味のあるカウンセリングになるのかもしれないし、フードバンクの存在の情報提供のほうが

その子にとって意味があるかもしれない。 

 

 日本が教育への支出はどの程度かというと、ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）でいつも最下位かもしくは下から２番目の  

順位となっている。どういうことかというと、シングルマザー世帯はお金がないので塾にも行けない、教材も変えない、     

修学旅行にいけないなど、他の子が体験できることが体験できない、教育の機会が奪われるということ。 

デンマークやノルウェーなど教育支出が多い国は大学が無料で、どのような家庭だろうと教育を受ける機会が均一に 

与えられているが、日本はどの家庭に生まれるかによってその子の人生がおおかた決まってしまう非常に不公平な状況が

ある。日本は親の収入が少ないと充分な教育が受けられないという経済格差が教育格差に直結している。年収１，０００ 

万円をこえる家庭では６割以上の子どもがピアノを習ったことがある＝文化的なシャワーを浴びている。お金がないと    

そのようなことが受けられない＝就職や進学で不利になる。就職や進学で不利になる＝高収入な職業に就けない。高収入

な職業に就けない＝その家の子どもは貧困状態に陥る、その子どもが親になる。という貧困の連鎖が脈々と続いていって 

しまう。この連鎖をどのように断ち切るかが課題となってくる。 

 

充分な教育が受けられない＝文化資本が受けられないということである。支援の一環でカフェをやっているのは、家や 

クラスの中では得られない文化資本を、地域の大人たちが集まり子どもたちに文化資本を提供しようという取組である。 

進学や就職で不利になる（経済的資本の欠如）と、お金がなくなって仕事に就けなくなってくると社会的な孤立状態に

なる（社会関係資本がなくなっていく）。人脈がなくなっていくと仕事に就くことができなくなる、という貧困の連鎖の場合に

は文化資本の欠如、経済的資本の欠如、社会関係資本の欠如というのがある。このような家庭に育った子どもたちが多く 

集まってくるのが、神奈川県にある「クリエイティブスクール」という県内に５校ある入学試験がなく面接だけで入れる高校。

そのうちの２校で支援を行っていて、そこで「バイターン」というものを行っている。 

試験のない学校にくる子どもたちがどのような子どもたちかというと、勉強が嫌い、勉強が苦手な子どもたちである。  

その背景にあるものが何かというと、やはり貧困という問題である。昼食のお弁当を持ってこられない子どもたちがたくさん

いる。中には交通費がなくて学校に来られない生徒もいる。そのような中で未来に希望を膨らますのはものすごく難しい  

こと。そんな状況下にある子どもたちにポジティブな未来を想像できずに自暴自棄になりフリーターでいいやとか、高卒  

資格を取っても意味がないと言って中退していく。支援に行っている学校の中退者数は、平成２７年は２３名だったが、年々

増え続けていて、平成３０年には７９名まで増え、県立高校では１，６３６名が中退している。また、神奈川県内で７，１１０名が

進路未決定のまま卒業していて、県立高校だけでも、不安定な状態で卒業・中退をしている現状である。川の例えを出すと

毎年約７，０００名の生徒たちが川に落ちている状況。若者サポートステーションでも、起こった事柄に対しての対処型の 

支援でどうにかなるような段階ではなくなっているので、学校に在籍している段階で就労支援が受けられる予防型の支援

にシフトしていかなければならない。 

 

支援に行きはじめて初めて知ったのが、面接や接客が不安でアルバイト経験をしたことがない子どもたちがかなりの  

数いるということ。その子たちが就職を希望しているケースが多い。非正規雇用（アルバイト）の面接が通らない子どもが、

正規雇用の面接に通るわけがない。就職を希望している生徒のうち、アルバイトに対して不安を抱いている子どもたちに     

対しては、学校斡旋のホワイトアルバイトを提供してあげるべきだと考えている。 

高校を卒業してすぐに正規雇用を目指すのであれば、高校在学中に非正規のアルバイトなどを経験しておくことが大事。

支援をしている子どもたちの中には、小さい頃に保護者から虐待をうけて児童相談所の介入を受けている家庭が結構  

ある。虐待を受けて親ではなく祖父母に養育してもらっている子どもたちがいる。学校では勉強ができないために先生に
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可愛がってもらえないことで、先生不信や学校不信がある。それはつまり社会不信と同義である。 社会不信を持つ子ども

が、ネットやＳＮＳ上でブラックバイトやブラック企業や過労死などのネガティブな言葉を見て、就労に対して強い不安感を

抱くのは当然のこと。 

引きこもり支援者のＳＮＳ上での発信で、大きく拡散されたツイートがあるが、「引きこもり問題というが、引きこもり問題  

なのではなく、社会課題に対する答えが引きこもりなのだ。引きこもりは問題なのではなく答えである。」という言葉だった。

アルバイトに行かない高校生たちは、あんなところに行って死ぬくらいなら引きこもったほうがマシという考え方を持って  

いるかもしれない。そういった子どもたちは今の日本の社会保障を支える側ではなく、社会保障に支えられる側になって  

しまう可能性がある。この世の中にはブラック企業だけではない。悪い大人だけではなく、良い大人がたくさんいる。子ども

たちに、先生に対して、学校に対して、社会に対してどういう風に期待感をもってもらうかをサポートしてあげれば、もう１回 

頑張れるのではないかと考えてこれから紹介する取組を行っている。 

 

現在支援に行っている学校の校長先生から何か知恵を貸してほしいと言われて考えたのが、２日や３日の短い職場  

体験ではなく、１週間や２週間、長ければ１か月間の職場体験をしてみてはどうかとまず提案したが、無給のインターン   

シップを受けられるのは、その間収入がなくても平気な人＝貯金がある・お小遣いがもらえる人。しかし、対象となる子ども

たちには、携帯電話の代金を自分で払っている生徒、交通費を自分で出している生徒、昼食代を自分で払っている生徒、

親からお金を取られている生徒などで、長期の無給インターンシップを受けられる生徒はごく少数である、と指摘を受けた。 

そこで有給の職場体験をできないかと考えて「バイターン」を考案した。（アルバイト＋インターン＝バイターン）バイターンは

経済的に困窮している家庭でも負担なく続けられること、数日の職場体験ではないため企業の戦力にもなる。 

英語でブリッジザギャップと呼ばれるものだが、就労希望者が就職という段差に上るとギャップに躓き離職に繋がって 

しまうことがあるが、バイターンというスモールステップを用意してあげれば、就職に向けて前向きに進むことができる。就労  

支援者はスモールステップを幾層にも重ねて次の大きなステップに気付いたら進んでいるという状態になるように支援を

行っている。 

 

バイターンの具体的な流れは、「生徒の決定と企業とのマッチング」⇒「生徒の不安の解消と関係の構築（面談等の  

実施）」⇒「３日間の職場体験」⇒「有給研修の開始（アルバイト契約）」⇒「正社員採用（定着支援）」ここの人員が不足

しているから何人紹介して、というようなドライなマッチングではなく、「情」「恩」「縁」を大事にするウェットなマッチングを

行っていく。バイターンは義理人情での世界で生徒と企業のマッチングをするのが良いと考えている。 

 

 企業がこういう人材が欲しいと言って三次面接までドライなマッチングを行っているが、企業が求める人材に対して高校

生ができる範囲は小さいものである。しかし、高校生が職場体験に行くことによって、子どもたちに対して企業が情を    

抱くようになれば、手元から離さなくなる。離さないことによりバイターンが継続し、正規雇用に繋がり、企業の業務の中で

非常に重要な役割を担うようになっていく。これが企業から出てくる「ねちょねちょ」で、この「ねちょねちょ」は「情」「恩」 

「縁」でできている。大人や社会に不信感を抱いている子どもたちが、大人の温かみに触れる機会にもなる。 

過去に支援した子どもは、対人不安を抱えていてアルバイトを中々できなかった。一度挑戦してみたが職場でかなり     

怒られて辞めて２件目のアルバイトを始める踏ん切りがつかなかった。ラーメンが大好きな子どもで、図書館の通信で、  

おいしいラーメン屋さんベスト３というペーパーを作った。その１位のラーメン店でアルバイトできたら嬉しいと言葉が    

出てきたので、訪ねていってアルバイトをさせてもらえないか聞くと快く受け入れてくれた。徐々になじんでいって楽しく   

バイトを続けていたところに就職活動の時期がやってきた。２社連続で落ちて３社目の面接に怖気づいていけなくなって  

しまった。進路が決まらなかったらそのラーメン店に就職しても大丈夫と声をかけてもらったが、しっかりと就職活動をする、

と決めて３社目で内定を取ってきた。その子は就職しても毎週火曜日にその店に訪れて様々なことを話していく。支援者は

高校を卒業してからいちども会っていないが、その子はラーメン店＝地域の大人との関わり合いがあり、大人に相談できる

環境が構築できている。子どもと地域の大人が繋がるためのハブとなって仕事という形で繋げていき、子どもが困ったとき
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に顔を出せる場所（サードプレイス）を作る手助けができた。卒業して学校というセカンドプレイスがなくなっても、サードプ

レイスが残り続けていくことで、社会的孤立を防ぐことができる。予防支援としての「校内居場所カフェ」は知っている大人

を増やすこと。子どもたちがハローワークに行かないのは知っている大人がいないからである。知っている大人を増やす  

こともカフェの目的としてある。 

 

従来の⾼卒⼈材採⽤のポイントは、 

第⼀位 協調性 

第⼆位 コミュニケーション能⼒ 

第三位 基礎的な⽣活態度 

となっているが、この採用方法は年間３万人の高卒離職者を出している。 

 

バイターンにおける採⽤ポイントは、 

第⼀位 働きっぷり 

第⼆位 基礎的な⽣活態度 

第三位 協調性 

なので、就職の合否を働きっぷりで決めることができ、この方法で決まった子どもたちは離職をしない。 

 

 履歴書と面接の方式での就職活動で不利になるのは、長いこと引きこもっていて空白が目立つ若者や、             

コミュニケーション能力で困り感を抱えている発達障害などがある若者。しかしその中に働ける人はたくさんいる。      

バイターンで働きっぷりを見てもらい、正規雇用に繋がり、中洲に取り残された若者たちが労働の岸にたどり着ける数を  

増やすことを狙っていきたいと考えている。 

大人がしっかりと手間をかけてあげれば、働けない若者は誰一人としていない。その手間を企業がかけることで多様な  

雇用に繋がり、企業を守ることにも繋がることを伝えていきたい。若者が就労して納税をしていけるようになることで、国を

守ることにも繋がると考えている。 

 

第 2部 ：シンポジウム内容 

 

第 1部に引き続き 特別ゲスト NPO法人パノラマ 理事長 石井 正広 先生 

 

高校生が就職する際に、最初の出口となる高校の立場から 

学校法人第二岩永学園こころ未来高等学校 学園長 兼 教頭 境 佑介 先生 

境先生は自身の交通事故の経験を通し、障害者スポーツと出会ったことから、多様性のある子どもたちの可能性を知る 

きっかけとなったそうです。現在は不登校や学習障害などで困っている子どもたちに情熱を傾け、通信制高等学校設立に

携わり、開校４年で３５０名を超える在籍生徒を育成されています。 

 

長崎で実際に就職支援等を行っておられる立場から 

認定 NPO法人 心澄 理事長 宮本 鷹明 先生 

宮本先生は大学卒業後、ご自身がひきこもりの状態となった経験をおもちです。社会福祉士の資格を取得した後、精神 

疾患の方やホームレスの方の支援活動を行い、現在は不登校やひきこもりの方へ向けた支援活動を行うほか、今年度より

長崎若者サポートステーションの運営も受託されています。 

 

特性のある子を持つ保護者の立場から 

個別学習塾 勉強ラボ 塾長 白石 直子 先生 

白石先生はご自身のお子様が発達障害と診断されたことで、発達障害や不登校の子どもたちを支援する学習塾運営を 

2013 年にスタートされました。子どもたちが学びやすい環境をつくるために、保護者や指導者向けのセミナー・勉強会を 
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積極的に開催されています。 

 

ファシリテーター 

NPO法人全国ゆめ未来支援協会企画広報主任 坂本 力 

 

まず 1つめの質問です。先生方それぞれの立場で抱えている就職についての悩みや問題点をお聞かせください。 

 

最初に境先生から 

 

 学校現場の立場からいくと、バイターンというシステムは救われる子がたくさんいる。また、これからお話する子たちは    

バイターンという仕組みを使えば救ってあげられる子たちだと考えている。 

 福岡で障害者スポーツを様々な人に教える仕事に携わり、長崎に戻ってからは専門学校に入職して、国の事業で     

行われていた職業訓練事業に携わっていた。履歴書を書く授業の中で、高校中退や中学校が最終学歴で就職活動に  

困っている人たちをたくさん見てきた。それと並行して学園の理念である「社会に貢献」ができないかと考えて通信制高等

学校の創設に至った。高校中退や中学校が最終学歴で困っている人たちの手助けという点は、これである程度達成     

できたのではないかと思う。 

子どもたちと非常に長い時間かかわり、３年間大事に育ててきた子どもたちを卒業させて送り出したが、蓋を開けて   

みると早期退職していたり退学していたりと長続きしない子が多かった。そのような子どもたちを集めて話を聞いた時に、

「先生厳しくみんなにあたったよね、たまには先生と生徒の間で理不尽なこともあったよね、あんなにつらい思いをして乗り

越えて高校３年間を終わったのに、なぜうまくいかなかったの？」とたずねると、「社会が冷たかった」という返答があった。

この言葉が今でも強く記憶に残っている。１社目の早期退職を減らしていくのが学校現場としての課題。また、不登校や     

ひきこもりを経験して学校に入ってきて、３年間でやっと学校生活に慣れてきたところに、非常に緊張感がある状態での  

はじめて大きな進路選択を迫られる。膨大にある求人票から選べない、アルバイト感覚で就職先を選択してしまう、なども

課題である。 

 

次に宮本先生から 

 

 高校に在籍していても通えていない人たちと主に関わっている。貧困の方は交通費すらない状況にある。長崎では    

自転車は交通手段になり得ず、バス移動が主になる。お金がないとバスに乗れないので、求職活動や職場へ行くお金も 

ないため就職ができない、という状況が生まれる。実際に関わっている人にも、相談はしたいが交通費がなくセンターまで

来られないので訪問支援をしている人がいる。訪問支援だけでは限界があるため、色々な支援者と繋がるためには足を 

運んでもらわないと先に繋がりにくい。日本では実費負担が当たり前なので、その点が常々課題だと考えている。 

 次の問題点として、働こうと思ったときに、今の社会は求めすぎではないかということ。ＮＰＯ法人として行政から委託を  

受けて若者の就労支援や社会復帰の支援事業を行っているが、支援だけを行っていればいいというものではない。ボール

ペン１本買うのにも稟議書を作成し通さなければならない。企業並みの事務処理能力が求められる。すべての職に対して 

多くを求めすぎていると非常に強く感じている。 

 発達障害が増えていると言われているが、以前はそれでよかったはず。昔は配達するだけだった仕事が、配達に加えて  

何かものをつくったり電話対応をしたりと何でもしないといけなくなっている。また、働くのが難しい人にとって、正社員と  

いうのは非常に高いハードルである。社会は正社員であるのが普通だという風潮で、非正規雇用の人に対する風当たりが

強い。引きこもりや求職者・就職できないひとに対し、「普通の状態＝正社員」になるまでずっと人に認められない空気が  

ある。社会の認識も課題としてあると考えている。 

 苦しんでいる人たちは非常に孤立している状態にあることが多い。孤立を防げればいいという問題ではなく、集団の中で
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少しでも孤独感があると段々と人がいる場から足が遠のき、いずれその場に来なくなり、同じ人たちがもう１度集まると  

なるとその場には絶対来られない。もう１度孤立を味わうのではないか、自分はうまくいかないと考えて孤立を深めていく。 

社会的資源を失って引きこもりになる人を、もう１度社会に復帰させるのは特に難しい。実際に引きこもっていたときに   

繋がっていたのは、インターネットと、話さないがご飯を出してくれる家族だけだった。その状態で引きこもりから抜け出すの

はかなり困難である。今引きこもりを脱却しているが、それは人に恵まれたから。大きな関わりをもつ必要はなく、その人が

少しでも抱えている不安に対して大丈夫、といってあげる＝リスクの軽減になる。社会資源の多さが引きこもりからの脱却

に大きな力をもたらすと考えている。 

 

最後に白石先生から 

 

 息子が発達障害の診断を受けており、現在小学生の高学年。親としての課題は、どうしても親が先に死んでしまうので、

どのようにして仕事をして、自立して生きていけるようにするか、ということ。自分自身も特性が強い方だと自覚していて、 

大学卒業後に大手の進学塾に就職したところ、周りに合わせてしまって退勤する時間が自分で判断できなかった。毎日 

夜中の２時・３時まで残って仕事をして、一生懸命に仕事をして自分の限界が自分でわからなくなり体を壊して１年間仕事

を休んだ経験がある。その経験をして初めて自分の限界がわかって、自己理解ができた。小学生から大学生まで、特性の 

ある子どもたちに限らず自己理解をすることはとても難しい。自己理解ができないままで働いて生きていくのはもっと難しい。 

周りの大人のサポートが得られる環境を構築することはとても大切だと思う。 

また、心に残った言葉としては、「福祉以上就労未満」という言葉。学習塾を運営しているが、特性のあるお子さんを     

たくさん預かっている。その中でも、能力は非常に高いが、コミュニケーション能力に困難があり一般企業での就労は   

難しいだろうな、と思うお子さんがいる。Ａ型・Ｂ型就労や障害者枠での就労かというとそれもそぐわない。就労の道がうまく

いかなかったら福祉の道へ、という図式に納得がいかない。その中間で訓練を積んで就職へ、という流れを構築していく 

必要があると考えている。 

職業柄企業の方と話す機会が多い。ダイバーシティ（多様性）が叫ばれるようになり、様々な雇用を目指したいと考えて

はいるが、どのようにしていけばいいのかわからないと企業側から聞こえる。第３者が間をとりもって支援をしていく形が  

いちばんスムーズなのではないかと考えている。 

 

石井先生から長崎での「学校」・「支援者」・「保護者」の現状を聞いて感じること 

 

すぐできることと、政治的に動かなければならないことと多岐にわたって課題や問題点が出ている。神奈川県ではＳＣＣ 

（スクールキャリアカウンセラー）を導入している。普通の学校では、学校の先生がかけもちでキャリアについて詳しくない

先生が進路指導をしているケースがあるが、ＳＣＣを導入して専門職を学校に置くのは有益だと考える。また、これまでの 

ように「生徒を毎年１名雇用します」というような企業がかなり減って一見さんのような求人が増えている。どのような職場

かもわからないままに、休日日数が多いからとか、先生が何気なしに勧めた企業がブラック企業なこともある。生徒が希望

する職場に１件１件訪問していけるような専門職を置くことは生徒たちの早期離職の解決に有用だと思う。 

就活・就職活動と一般的に言うが、その前にアル活・アルバイト活動を促進したいと思っている。キャリア教育といって  

１０年後の自分を想像させるなど、自己を肥大化させているが、高校への求人は限定的な職種しか来ない。キャリア教育で   

子どもたちに考えさせる内容と高校へ来る求人の齟齬が大きすぎるので、もっと現実的に即したものに変えていくべき。 

支援に携わる中で「２７歳までに３社以内で天職を見つけられればいいんだよ。」と生徒たちにはいつも言っている。   

１社目に天職を見つけるというのは無理なので、２７歳までに天職を見つけるためにはどうすればいいのかを考えよう    

というキャリア教育をしていくべきだと考えている。 

交通費がなくて働けないという話については、学ぶためにお金を借りる奨学金というシステムはあるが、働くためにお金

を借りるシステムが現在ない。スーツを買うお金、交通費など働くために必要な資金を借りられる制度を行政も整える必要
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があると考えている。 

貧困の問題については、富の再分配だけでなく、機会の再分配が必要だと思う。就職では１人１社しか受けられない  

という決まりを、「課題集中校」に対しては緩和して何社も受けられるようにしてあげるなど機会を増やしてあげる取組が 

いると思う。 

 

現状として取り組まれている「出口」支援について、境先生から 

 

 社会が冷たかったという子どもの発言をずっと考えてきて、学校として取り組んでいることは、通信制の高等学校だが  

学校に毎日通えるコースを作っていること。学校の先生だけでなく様々な大人と関わる機会を増やしていくことを目標に  

掲げている。 

昔は携帯電話が普及していなかったので、祖父母が見ているニュース番組を一緒に見たり、父が見ている相撲を一緒

に見たり、チラシの裏紙に落書きしたりと、無意識に様々なメディアや情報に触れる機会があり、生活しているだけで一般

的な常識や知識を取り込めていた。一般常識を知るために、子どもが大人のコニュニティーで過ごすことは非常に大事だ

と感じている。進路指導主任も今日参加しているが、行きたい会社を見つけたらまず職場見学に行ってきなさいと送り出す。

自分の将来をその職場で描けそうか自分の目で見てから進路を決めるように伝えている。宮本氏に協力いただいて    

今年度から校内居場所カフェの導入を始めたり、インターンシップや職場体験をさせていただいたりしている。専門的な 

知識を持つ教員に福祉との連携を図ってもらっている。 

その他、就職率・進学率何％と高等学校は謳うことが多いが、多様な生徒が集まる学校柄それはしないようにしている。 

就職率や進学率が１００％になることは、正直難しいと思う。しかし、卒業後に自動車学校に行くとか、福祉と繋がるとか、 

その子の今後のビジョンが描ける状態での卒業をできるようにサポートをしている。卒業生が顔を出しやすい環境を    

作ったり、来年度から様々な大人と触れ合う機会を増やしたりできるようなカリキュラムを計画している。 

 

宮本先生から 

 

出口についてはもちろんだが、重きを置いているのは出口にむかうための日常がいると思っている。定時制通信制合同  

説明会を開くくらいには、長崎に定時制通信制の高等学校を広めたいと考えている。毎日通える場合もあれば、月に   

一・二度しか学校に行かない子もいる。そういった子が就職するのは難しいので、交通費は自分で出してもらわないと    

いけないが、それ以外はお金がかからないようにして、日常を過ごす場を毎日提供している。そこに来てもらった人たちに 

対しては沢山の経験をしてもらうようにしていて、研修旅行が最たる例。研修旅行に行って様々な経験をすると、刺激を  

受けてあれがしたいこれがしたいと意欲が出てくる。やりたくなったことをするためにはお金がいるとか行動力がいるとか

次の段階にむけての活力になる。 

出口に向かうために、職場体験を自分たちで作って行っている。移動カフェで県内の高校や教会、イベントなど実際に   

働いて、働くのはどういうことかを知ってもらって、出口への心理的なハードルを下げる取組をしている。 

引きこもりを脱却して働きだしてから３年間くらいは、自分はいつも辞めたいと思っていた。むしろ辞めないといけないと  

思っていた。働きだすと新しい苦しみが生まれるので、相談ができるような細く長い繋がりをつくっている。 

 

白石先生から 

 

保護者の立場から出口支援というのは難しい。運営している塾では、特性のある子どもたちが高校を卒業して       

アルバイトをしたいとなったらまず塾でアルバイトをしてもらうようにしている。ルールが違うことが多々あるので、一般的な

仕事の仕方や周りの人への頼り方などを学んでもらっている。どれだけ頑張っても勉強が苦手な子がいるが、学校を卒業

して後にその子が活躍できる場がある。勉強が苦手なせいで、自己肯定感がとても低くなってしまう子がたくさんいる。  
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勉強が苦手でも自己肯定感を高く持てるような取組を小中高で していってほしいと思っている。 

 

他の立場に求めること・要望など 

 

境先生：学校現場は３年間で入り口から出口までを完結させなければいけないので、できることは正直限られていると  

思う。東京の空港に行くと、髪が染まった状態で内定式に行くと内定は取り消されますか？という広告が大きく   

出ている。多様性を求める社会はどんどん来ると思う。長崎では多様性を認めるという大きな社会の流れから大幅

に遅れているが、多様性を認める社会になるようにこれだけの賛同者が集まっている場なので、長崎でも大きな  

流れを作れるように協力していきたいと考えている。 

 

宮本先生：バイターンに取り組んでもいいと思われる方は是非お声かけをしてほしい。次の若者の未来に繋がっていくと 

思う。地元で手厚い支援を受けた若者は地元に就職しやすいというデータもあるので、協力体制を作れたらと思う。

私たちは既得権益の上に立っているということを困った人と関わるうえでは認識しておくべきだと思う。裕福では   

ないけれど貧困ではない。貧困状態の人々から見れば「良いね、宮本は」と言われる。引きこもりから脱却してＮＰＯ

の代表をしているから宮本さんは特別なんでしょ、と利用者に言われたことがある。自分が特別であるということを

認識しておくのも必要かと思う。 

 

白石先生：社会に求めることとして、発達障害や引きこもりの人々についてもっと知っていただきたい。それがまず第一歩に

なると思う。情報が中々入ってきづらい。就労については小さなお子さんをお持ちの保護者の方もすごく気に   

なっている事柄だが、どこにその情報があるのかわかりにくい。情報の一元化は難しいとは思うが、もっとアクセス

しやすく情報が取得しやすい状態になっていくと良いかと思う。 

 

石井先生：出口支援に必要なことは、小さな出口をいかに広げてあげるかということ。境さんが言っていたように大人と  

関わる機会を増やすというのは大事。校内居場所カフェでは年間４００名くらいの大人がボランティアに訪れて 

くれる。学校にいる大人は大体が大学を卒業した大人で、モラルや規範を教える立場の人間。学校にいる大人は

「ねばならない」という思考の人が非常に多く、ストライクゾーンがとても小さい。そのストライクゾーンに合うよう

に進路を選択しようとするので、早期退職が多くなってしまう。カフェのボランティアに来る大人は中卒の人など、

ストライクゾーンから外れた大人がたまにいる。フリーのミュージシャンやプログラマーや政治家など、様々な人と

職業人講話のような形でなくお菓子を食べながら歓談することでこんなんでも大丈夫なんだ、と思ってもらえる。

いろんな大人を見て、いろんな生き様を見て、生きるストライクゾーンを広げていくのがカフェの目的。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

4 

参加者からいただいたご感想（一部） 

 

回答者Ａ：バイターンの取組はとても共感しました。 

     社会人になるという意識を本人が持てるようにするために、その姿を具体的にイメージする 

ことができる取組なんだと思いました。 

 

回答者Ｂ：長崎でこのように真剣に考えてくださる方々がおられることを嬉しく思います。 

今回の内容をもっと多くの人に知ってもらい、またこのような機会があることを切望します。 



本企画では長崎県県民生活部県民協働課内にあります 公益財団法人 県民ボランティア振興基金 に対して  

プレゼンテーションを行い、助成金を活用することができました。 

 

 

 

 

 

以下はそのプレゼンテーション内容になります。 

■ プレゼンテーション内容 

 

 

 

 

 

 

① 

 

 

 

 

 

 

② 

 

 

× 

10 

4 

https://n-volunpo.net/kikin/index.html


 

 

 

 

 

 

③ 

 

 

 

 

 

 

④ 

 

 

 

 

 

 

⑤ 

32 

11 

4 



 

 

 

 

 

 

⑥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

4 


